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村田 和美 氏
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2月28日金 10：30～12：00

主催 ■ リード エグジビション ジャパン株式会社
後援 ■ 公益社団法人大阪府看護協会

主催 ■ 看護未来展実行委員会
看護未来展詳細は 検索また、看護協会のブースでは健康相談や、

血圧・体脂肪等の簡単な測定を予定しております。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。

インテックス大阪

2
26  ～28水 金

インテックス大阪

4
16  ～18木 土

看護師の特定行為と人材育成 日本看護協会  会長  福井  トシ子 氏
大阪府看護協会 会長  高橋  弘枝

特別
講演

2月28日金 13：00～14：00
ミッション ～私達は何のために働くのか？～

（株）リーダーシップコンサルティング 代表取締役社長
元スターバックスコーヒー CEO 岩田 松雄 氏

特別
講演

セミナー

公益財団法人浅香山病院
認知症看護認定看護師

医療法人橘会 東住吉森本病院
副看護部長



世界では保健医療制度や人々のニーズが大きく変化しています。

看護職がこの変化に対応し、一層活躍するには、看護職が適切に評

価され、保健医療政策に影響を及ぼすことが重要であり、そのため

のさまざまな条件や環境を整える必要があります。

大阪府看護協会はキャンペーンを通じ、看護職が持つ可能性を最
大限に発揮し、看護職が健康課題への取組みの中心に立ち、人々の
健康の向上に貢献できるよう行動します。

看護協会まで

送付してください

SDGs（エスディージーズ）とは、2015年9月に国連で
開かれたサミットの中で世界のリーダーによって
決められた、国際社会共通の目標です。

詳しくはこちら

詳しくはこちら

大阪府看護協会は
Nursing Nowキャンペーンに
取り組んでいます

ナイチンゲール生誕200年となる2020年に向
け、看護職への関心を深め、地位を向上するこ
とにより、人々の健康の向上に貢献することを
目的に展開されている世界的な
キャンペーンです。

「Nursing Now」とは？

あなたの施設の写真を
募集しています!

大阪府看護協会 検索

働き方改革の推進研修

大阪府看護学会開
会式

集中ケア認定看護
師終講式

近畿地区助産師合同研修会

大阪マラソンメ
ディカルランナ

ー

大阪府看護協会は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

住民の健康を支える
看護モデルの確立

可能性の拡大：
より自立した専門職へ

看護職のディーセント・ワーク
（働きがいのある人間らしい仕事）

の推進
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会員の皆さまにおかれましてはお健や
かに新春をお迎えのこととお慶び申し上
げます。
大阪府看護協会は、新たな時代を迎える
2020年､54,000人を超える会員を有する
職能団体として､看護の質を向上させる
研究開発事業や医療･介護現場における
安心で安全な労働環境実現への取組み、
インバウンドに向けた国際看護の充実の
他、予想外な自然災害等への対応など、
これからの医療と看護を取り巻く急激な
環境の変化に対応し、必要な施策をタイ
ムリーに展開していきたいと思います。
昨年は桃谷センターの閉館に伴い、より
利便性のあるマルイトＯＢＰビルヘ協会
本部機能を含めた移転を行いました。この
令和の新時代の幕開けに最新鋭の研修設
備を備えた新たな拠点を整備することが
出来ましたのも「看護職と府民のために
より良い医療を」と尽力してくださった
会員の皆さまと、ご理解ご協力をいただ
いた関係団体の皆さまの結果であると、
この場を借りて御礼申し上げます。
本年は7月21日、22日にグランキューブ
大阪において大規模な第51回日本看護学会
―看護管理―学術集会を開催します。看護
管理、急性期看護、慢性期看護の3領域を新
しい形で同時開催する画期的な学会です。

自らの看護の原点を振り返り、看護職者
としての誇りと情熱を再認識できる魅力
的なプログラムを準備していますので、
みなさまぜひご参加ください。
また、今年はナイチンゲール生誕200年
の記念の年です。日本看護協会・日本看護
連盟とともに「看護の力で健康な社会を！
Nursing Nowキャンペーン」を展開してま
いります。このキャンペーンは看護職が持
つ可能性を最大限に発揮し、健康課題に積
極的に取り組むことで人々の健康の向上
に貢献するために行動する世界的なキャン
ペーンです。「看護職が社会に認められ､
活き活きと働くために」ということを常
に考え､前進してまいります。
本年は子年、ご存知の通り十二支の一
番初めです。昨年結んだ種が新たに芽生
えていろいろな方向に育ち始める、過去の
成果から引き継ぐべきものを維持しつつ、
新たな環境や局面に向けて体制を整えて
いくようにさらに努めていく所存です。

　“看護の心とパワーで
　　　　　大阪を一層ご機嫌な街に”

そんな思いを胸に､共に看護の道を歩ん
でまいりましょう。

ごあいさつ

未来を見据え
府民の元気につながる看護を

大阪府看護協会 会長

高橋 弘枝
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みなさまおめでとうございます！

多様化の時代を
迎えるために

体験から学ぶ、
　　今伝えたい事
患者（対象者）・職員を
災害から守るために

皆さんは多様性と聞くと、漠然と外国人対応
について思い浮かべるのではないでしょうか。
確かに日本語の不自由な外国人には配慮が必要
です。しかし、配慮が必要なのは外国人だけで
しょうか。日本人でも高齢で耳が聞こえにくい、
認知症を患っている、など意思疎通が難しい人
がいるように、見た目に惑わされずその人個人
としっかり向き合うことが大切です。安全な医
療を提供するためには、お互いの合意形成が不
可欠。日本の医療は世界的に見て『特殊』である
ことを肝に銘じ、日本語の不自由な患者さんに
も逃げずに対応することが、患者の安心につな
がっていく、と再認識させられました。

大手前大学　副学長  大橋  一友氏

地震による被害状況の写真に、会場からは思わず大きな
どよめきが。
災害について頭ではわかっているつもりだった「大阪の
人々」が今回直面した災害で、一番の問題は情報の把握と共有
でした。「百聞は一見に如かず」のことわざ通り、言葉だけで
は正確に伝わらず対応が遅れてしまったということは多くの
方が経験されたと思います。災害用の備品は備えていても使
い方を周知できていないなど課題も多く、普段から常に心掛
けておくことの大切さと、今いる患者と自分たちだけではな
く、これから起こり得る災害に対し危機意識を持つことをあ
らためて痛感しました。

変化の時代に
備える仕掛け

ポイ捨て禁止の立て看板の周りにあふれるゴ
ミ…という写真から講演を始めた松村氏、人は
正論では動かないということを、たくさんの事
例を使って紹介してくださいました。目的を上
手くすり替えて狙った効果を出す手法や、正論
で動かない人を動かすた
めに、（正論を）伝えるべ
きタイミングを間違えな
いように、という言葉も
印象的で、座長の高橋会
長からも「ぜひパート２
を！」とリクエストが飛
び出しました。

国立大学法人大阪大学大学院
経済学研究科 教授 松村  真宏氏

大阪医科大学附属病院
看護部長

中山  サツキ氏
社会医療法人三和会 永山病院

看護部長
上野  寿江氏

社会医療法人同仁会 耳原総合病院
品質管理部員

中田  直子氏
有限会社みらい
代表取締役

岡田  牧子氏

変化の時代に備える
～まかしとき! 大阪の底力～

2019年12月14日（土）グランキューブ大阪において
第7回大阪府看護学会を開催しました。

1,400名を超える来場者をお迎えし、盛況のうちに
閉会いたしました。

心疾患患者の行動変容に向けた多職種による療養支援
～心臓リハビリテーションの取り組み～

堺市立総合医療センター  木本 直子さん

特別講演

会場SNAP

シンポジウム

教育講演

研究発表
�����

���� 最優秀賞

医療的ケアを要する小児の在宅医療の実態―満足度調査を実施して―
関西医科大学附属病院  松田 礼美さん優秀賞

優秀賞

認知機能の低下がある患者の服薬自己管理への取り組み
育和会記念病院  田邉 麻衣さん

第7回大阪府看護学会

Report
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当日の様子 ナースのアイデア商品

ミズノレインポンチョ

ニプロ滴下計
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育和会記念病院  田邉 麻衣さん

第7回大阪府看護学会
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当日の様子 ナースのアイデア商品

ミズノレインポンチョ

ニプロ滴下計



日時 テーマ・演者

日時 テーマ・演者

大阪国際会議場（グランキューブ大阪）
リーガロイヤルホテル大阪

21  ・22火
日

水
日

2020年 7月

事前参加登録は4月1日から6月5日までです。
詳細は日本看護協会のホームページをご覧ください。
多くの方の参加をお待ちしております。

Pride

Nursing
Osaka

assi

今こそ
ブランディング
看護のプライドとパッション

第51回日本看護学会
－看護管理－学術集会
看護管理・急性期看護・慢性期看護

公益社団法人 日本看護協会
公益社団法人 大阪府看護協会主催

高橋 弘枝
（大阪府看護協会会長）

学術集会
会長

Program

基調講演
7月21日（火） 10:00～11:00

JNAの挑戦
福井トシ子（日本看護協会会長）

特別講演1
7月21日（火） 11：05～12：05

看護の時代 ～ケアの原点回帰のとき～
石垣靖子 （北海道医療大学名誉教授）

特別講演2
7月21日（火） 14：30～15：30

医療事業継続のための危機管理（BCP/M） ～災害発生時の準備、できていますか？～
長瀬貫窿（一般社団法人DRIジャパン理事長）

特別講演3
7月22日（水） 13：20～14：20

グローバルでミステリアスな近代医療 ～久坂部羊が語る医療の世界～
久坂部羊 （作家、医師）

教育講演1
7月21日（火） 13：20～14：20

先進医療の現状と日本の看護師に期待すること
澤芳樹 （大阪大学大学院医学系研究科教授）

教育講演2
7月21日（火）10：00 ～ 11：00

急性期看護のプライドと未来
宇都宮明美 （京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻、京都大学医学部附属病院看護部、急性・重症患者看護専門看護師）

教育講演3
7月21日（火）11：05 ～ 12：05

ケアイノベーション2020 ～第6のフィジカルアセスメント～
真田弘美 （東京大学大学院医学系研究科教授、グローバルナーシングリサーチセンターセンター長）

教育講演4
7月21日（火） 13：20 ～ 14：20

看護現場へのAIの活用 ～ビッグデータを看護にどう活用するか～
大野ゆう子 （大阪大学大学院医学系研究科教授）

教育講演5
7月21日（火）11：05 ～ 12：05

大人の発達障害 ～共に働く仲間として～
飯田順三 （奈良県立医科大学医学部看護学科教授、医師）

教育講演6
7月21日（火） 13：20 ～ 14：20

あなたはハラスメントにどう対応しますか？
三木明子 （関西医科大学看護学部教授）

教育講演7
7月22日（水） 10：00 ～ 11：00

令和の診療報酬改定
調整中 （厚生労働省保険局医療課）

教育講演8
7月22日（水） 11：05 ～ 12：05

今だからこそ問う、あなたの臨床倫理　～意思決定支援者としての役割発揮～
会田薫子 （東京大学大学院人文社会系研究科死生学・応用倫理センター特任教授）

教育講演9
7月22日（水） 11：05 ～ 12：05

東洋医学を看護へ　～タッチング～
矢野忠 （明治国際医療大学学長）

シンポジウム1
7月21日（火） 14：30 ～ 16：00

これからの臨床体験教育　～ VR/AR、ADVANCEDシミュレーション教育の可能性～
小山博史 （東京大学大学院医学系研究科教授）
辻川真弓 （三重大学大学院医学系研究科実践看護領域教授）
古谷和紀 （京都大学医学部附属病院副看護師長、老人看護専門看護師）

シンポジウム2
7月21日（火） 14：30 ～ 16：00

医療機関の看護職が提供する訪問看護
松原栄子（地域医療機能推進機構滋賀病院看護部長）
新美保恵（川崎医科大学総合医療センター看護部長）
加納さえ子（松江赤十字病院看護部長）
高橋京子（花みずきナースステーション代表取締役）

シンポジウム3
7月22日（水） 14：30 ～ 16：00

ひとりの生命と人生を支えるためのケア ～慢性期疾患と共に生きる～
田中順也 （堺市立総合医療センター看護師長、慢性疾患看護専門看護師）
竹川幸恵 （大阪はびきの医療センター看護師長、慢性疾患看護専門看護師）
藤田愛 （北須磨訪問看護・リハビリセンター所長、慢性疾患看護専門看護師）

シンポジウム4
7月22日（水）　9：30 ～ 11：00

看護管理者の戦略：あなたの施設で必要な人材は？
～特定認定看護師、特定行為研修修了者、大学院修了者の役割の違いを理解する～
渡邊輝子 （済生会横浜市東部病院看護部長、小児看護専門看護師）
新美保恵 （川崎医科大学総合医療センター看護部長、認定看護管理者）
樋口秋緒 （医療法人北晨会訪問看護ステーション「はあと」管理者、NP教育課程修了者、慢性疾患看護専門看護師）

シンポジウム5
7月22日（水） 13：20 ～ 14：50

業務改善、超勤対策、まずは看護記録
今西裕子 （大阪府済生会中津病院看護部長）
後迫瑞穂 （社会医療法人愛仁会千船病院看護部長）
中麻里子 （大阪市立大学医学部附属病院副看護部長）

パネルディスカッション1
7月21日（火） 14：30 ～ 16：00

看護をブランディングするとは？
荻州貞明 （株式会社博報堂関西支社ビジネス開発部シニアストラテジックプラニングディレクター）
任和子 （京都大学大学院医学研究科教授）
石田まさひろ （参議院議員）
長尾孝彦 （住商モンブラン株式会社顧問）

パネルディスカッション2
7月22日（水）　9：30 ～ 11：00

充実したがん診療提供体制から学ぶ ～がん看護の軌跡、現状、未来～
荒尾晴恵 （大阪大学大学院医学系研究科教授）
渡邉眞理 （横浜市立大学医学部看護学科教授、がん看護専門看護師）
田村恵子 （京都大学大学院医学研究科教授、がん看護専門看護師）

パネルディスカッション3
7月22日（水） 13：20 ～ 14：50

看護市場の今、漂流する看護師たち
～今までのことは通用しない、これからの時代を生き残る戦略～
千種保子 （八尾市立病院看護部長）
髙丸賀子 （大阪府看護協会ナースセンター事業所所長）
小倉牧子 （八尾はぁとふる病院看護課長）

◆交流集会1◆  7月21日（火）16：10 ～ 17：10
病院のブランディング

◆交流集会6◆  7月21日（火）13：20 ～ 14：20
全世代型地域包括ケアシステムの推進にむけた
看護職連携のあり方について

◆交流集会2◆  7月21日（火）16：10 ～ 17：10
インバウンドに対応する日本の看護

◆交流集会7◆  7月21日（火）16：10 ～ 17：10
看護チームにおいて1人1人が
責務を果たすための組織マネジメント

◆交流集会3◆  7月21日（火）15：00 ～ 16：00
看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）の実践報告

◆交流集会8◆ 7月22日（水）15：00 ～ 16：00
本音で語ろう、働き方改革
～働き方改革と看護職の課題～

◆交流集会4◆  7月21日（火）16：10 ～ 17：10
地域まで視野を拡げた看護管理の実践のために
～「病院看護管理者のマネジメントラダー日本看護協会版」
の活用～

◆交流集会9◆ 7月22日（水） 11：05 ～ 12：05
組織として特定認定看護師を戦略的に活用する

◆交流集会5◆  7月21日（火）11：05 ～ 12：05
看護職員の人材確保・定着の影響要因 
～病院および有床診療所における看護労働実態調査結果から～

◆交流集会10◆  7月22日（水）15：00 ～ 16：00
DiNQLの活用
～看護の質向上に向けた
現場での取り組みとその効果～
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【演題登録期間】2020年1月8日（水）～2月24日（月）



日時 テーマ・演者

日時 テーマ・演者

大阪国際会議場（グランキューブ大阪）
リーガロイヤルホテル大阪

21  ・22火
日

水
日

2020年 7月

事前参加登録は4月1日から6月5日までです。
詳細は日本看護協会のホームページをご覧ください。
多くの方の参加をお待ちしております。

Pride

Nursing
Osaka

assi

今こそ
ブランディング
看護のプライドとパッション

第51回日本看護学会
－看護管理－学術集会
看護管理・急性期看護・慢性期看護

公益社団法人 日本看護協会
公益社団法人 大阪府看護協会主催

高橋 弘枝
（大阪府看護協会会長）

学術集会
会長

Program

基調講演
7月21日（火） 10:00～11:00

JNAの挑戦
福井トシ子（日本看護協会会長）

特別講演1
7月21日（火） 11：05～12：05

看護の時代 ～ケアの原点回帰のとき～
石垣靖子 （北海道医療大学名誉教授）

特別講演2
7月21日（火） 14：30～15：30

医療事業継続のための危機管理（BCP/M） ～災害発生時の準備、できていますか？～
長瀬貫窿（一般社団法人DRIジャパン理事長）

特別講演3
7月22日（水） 13：20～14：20

グローバルでミステリアスな近代医療 ～久坂部羊が語る医療の世界～
久坂部羊 （作家、医師）

教育講演1
7月21日（火） 13：20～14：20

先進医療の現状と日本の看護師に期待すること
澤芳樹 （大阪大学大学院医学系研究科教授）

教育講演2
7月21日（火）10：00 ～ 11：00

急性期看護のプライドと未来
宇都宮明美 （京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻、京都大学医学部附属病院看護部、急性・重症患者看護専門看護師）

教育講演3
7月21日（火）11：05 ～ 12：05

ケアイノベーション2020 ～第6のフィジカルアセスメント～
真田弘美 （東京大学大学院医学系研究科教授、グローバルナーシングリサーチセンターセンター長）

教育講演4
7月21日（火） 13：20 ～ 14：20

看護現場へのAIの活用 ～ビッグデータを看護にどう活用するか～
大野ゆう子 （大阪大学大学院医学系研究科教授）

教育講演5
7月21日（火）11：05 ～ 12：05

大人の発達障害 ～共に働く仲間として～
飯田順三 （奈良県立医科大学医学部看護学科教授、医師）

教育講演6
7月21日（火） 13：20 ～ 14：20

あなたはハラスメントにどう対応しますか？
三木明子 （関西医科大学看護学部教授）

教育講演7
7月22日（水） 10：00 ～ 11：00

令和の診療報酬改定
調整中 （厚生労働省保険局医療課）

教育講演8
7月22日（水） 11：05 ～ 12：05

今だからこそ問う、あなたの臨床倫理　～意思決定支援者としての役割発揮～
会田薫子 （東京大学大学院人文社会系研究科死生学・応用倫理センター特任教授）

教育講演9
7月22日（水） 11：05 ～ 12：05

東洋医学を看護へ　～タッチング～
矢野忠 （明治国際医療大学学長）

シンポジウム1
7月21日（火） 14：30 ～ 16：00

これからの臨床体験教育　～ VR/AR、ADVANCEDシミュレーション教育の可能性～
小山博史 （東京大学大学院医学系研究科教授）
辻川真弓 （三重大学大学院医学系研究科実践看護領域教授）
古谷和紀 （京都大学医学部附属病院副看護師長、老人看護専門看護師）

シンポジウム2
7月21日（火） 14：30 ～ 16：00

医療機関の看護職が提供する訪問看護
松原栄子（地域医療機能推進機構滋賀病院看護部長）
新美保恵（川崎医科大学総合医療センター看護部長）
加納さえ子（松江赤十字病院看護部長）
高橋京子（花みずきナースステーション代表取締役）

シンポジウム3
7月22日（水） 14：30 ～ 16：00

ひとりの生命と人生を支えるためのケア ～慢性期疾患と共に生きる～
田中順也 （堺市立総合医療センター看護師長、慢性疾患看護専門看護師）
竹川幸恵 （大阪はびきの医療センター看護師長、慢性疾患看護専門看護師）
藤田愛 （北須磨訪問看護・リハビリセンター所長、慢性疾患看護専門看護師）

シンポジウム4
7月22日（水）　9：30 ～ 11：00

看護管理者の戦略：あなたの施設で必要な人材は？
～特定認定看護師、特定行為研修修了者、大学院修了者の役割の違いを理解する～
渡邊輝子 （済生会横浜市東部病院看護部長、小児看護専門看護師）
新美保恵 （川崎医科大学総合医療センター看護部長、認定看護管理者）
樋口秋緒 （医療法人北晨会訪問看護ステーション「はあと」管理者、NP教育課程修了者、慢性疾患看護専門看護師）

シンポジウム5
7月22日（水） 13：20 ～ 14：50

業務改善、超勤対策、まずは看護記録
今西裕子 （大阪府済生会中津病院看護部長）
後迫瑞穂 （社会医療法人愛仁会千船病院看護部長）
中麻里子 （大阪市立大学医学部附属病院副看護部長）

パネルディスカッション1
7月21日（火） 14：30 ～ 16：00

看護をブランディングするとは？
荻州貞明 （株式会社博報堂関西支社ビジネス開発部シニアストラテジックプラニングディレクター）
任和子 （京都大学大学院医学研究科教授）
石田まさひろ （参議院議員）
長尾孝彦 （住商モンブラン株式会社顧問）

パネルディスカッション2
7月22日（水）　9：30 ～ 11：00

充実したがん診療提供体制から学ぶ ～がん看護の軌跡、現状、未来～
荒尾晴恵 （大阪大学大学院医学系研究科教授）
渡邉眞理 （横浜市立大学医学部看護学科教授、がん看護専門看護師）
田村恵子 （京都大学大学院医学研究科教授、がん看護専門看護師）

パネルディスカッション3
7月22日（水） 13：20 ～ 14：50

看護市場の今、漂流する看護師たち
～今までのことは通用しない、これからの時代を生き残る戦略～
千種保子 （八尾市立病院看護部長）
髙丸賀子 （大阪府看護協会ナースセンター事業所所長）
小倉牧子 （八尾はぁとふる病院看護課長）

◆交流集会1◆  7月21日（火）16：10 ～ 17：10
病院のブランディング

◆交流集会6◆  7月21日（火）13：20 ～ 14：20
全世代型地域包括ケアシステムの推進にむけた
看護職連携のあり方について

◆交流集会2◆  7月21日（火）16：10 ～ 17：10
インバウンドに対応する日本の看護

◆交流集会7◆  7月21日（火）16：10 ～ 17：10
看護チームにおいて1人1人が
責務を果たすための組織マネジメント

◆交流集会3◆  7月21日（火）15：00 ～ 16：00
看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）の実践報告

◆交流集会8◆ 7月22日（水）15：00 ～ 16：00
本音で語ろう、働き方改革
～働き方改革と看護職の課題～

◆交流集会4◆  7月21日（火）16：10 ～ 17：10
地域まで視野を拡げた看護管理の実践のために
～「病院看護管理者のマネジメントラダー日本看護協会版」
の活用～

◆交流集会9◆ 7月22日（水） 11：05 ～ 12：05
組織として特定認定看護師を戦略的に活用する

◆交流集会5◆  7月21日（火）11：05 ～ 12：05
看護職員の人材確保・定着の影響要因 
～病院および有床診療所における看護労働実態調査結果から～

◆交流集会10◆  7月22日（水）15：00 ～ 16：00
DiNQLの活用
～看護の質向上に向けた
現場での取り組みとその効果～
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特定行為看護師の活用を
組織としてサポート!

市立柏原病院
特定行為研修修了者
皮膚・排泄ケア認定看護師

吉田 秀華さん

市立柏原病院
指導医師・外科系統括部長

堀　武治 医師

市立柏原病院
看護部長

古味 留美子さん

取材協力：市立柏原病院

在宅・慢性期領域において、療養が長期にわた
る、もしくは最後まで自宅または施設等で療養
する患者に柔軟な対応を可能にします。

救急現場での活用に資する実施頻度の
高い特定行為を提供します。

特定行為研修を受けようと思った
きっかけは何でしょうか？

吉田さん　外来で患者さんをお待たせするこ
とも多く、心苦しく感じていました。
看護の力で少しでも患者さんの負担を減らし
たいと思ったのがきっかけです。
　また、創傷に対する局所陰圧閉鎖療法や壊
死組織の除去など、医師と共に行っていまし
たので、特定行為研修を受けることで、包括的
指示のもと安全に実施できると思い、受験を
決意しました。

古味看護部長　病院でも同行訪問を始めていて、

これから在宅医療を受ける方がさらに増える
と予想していました。
　病院としても患者満足度及び、看護職員の
役割拡大や資質の向上に繋がると感じ、応援
しようと思いました。

病院からのサポートについて
教えてください

古味看護部長　病院長に相談のうえ、サポー
ト体制の理解を各方面で取り、指導体制を整
備しました。
　e-ラーニングの時間は、1日2時間も自宅で
全て自己学習するのは大変ですので、勤務内

で時間を確保しました。

堀指導医師　病院としては快諾で、外科系統括
部長である私が指導医師になりました。

研修中に特に留意したことや、
大変だったことはありますか？

吉田さん　特定行為は手順書を用いて行いま
すが、やはり指導医師の協力、存在はとても大
きいです。
　例えば、患者さんに同意を得る時に、心配さ
れる患者さんもおられます。そんな時に指導
医師からまず説明してもらい、その後私から
説明をすると、全ての患者さんが了解してく
ださいました。
　まずは医師から上手く説明してもらうこと
が大切だと感じました。

堀指導医師　吉田さんとは普段から一緒に
行ってきたので、特に心配なことはありませ
んでした。
　特定行為の研修を受ける人が増えると、
タスクシェア、タスクシフトができますので、
私たちもとても助かるのです。

研修修了する前と後で
看護に変化はありましたか？

吉田さん　研修で臨床推論を学んだことが大
きな変化だと思います。
　同行訪問を行う場合、自分自身の判断が患
者さんに大きく影響するため、全人的に臨床
推論を基に、より安全に行うことが重要であ
ると改めて感じました。

今現在、
どのように活躍されていますか？

吉田さん　看護部に所属しながら、組織横断
的な活動をしています。
　研修を修了して、まずはマニュアルを作成
しました。そのマニュアルと手順書に基づい
て、昨年は5～6件の行為を実施しました。外来
からの依頼は施設入所中の褥瘡が多く、褥瘡
の発生、予防、ケアを古い方法で行っている
ケースもあり、施設で働く看護師の方々との
情報共有も大切だと実感しています。

今後の目標などをお聞かせください

吉田さん　より安全に行うために、まずは多
くの実績を積みたいと思っています。その後
地域の医師へ説明する機会を作っていただき、
地域に出向いて活動をしたいと考えています。

古味看護部長　但し基本は安全性なので、段
階を踏んで、ですね。
　現在のところ、特定行為を行った患者さん、
ご家族からクレームはありません。リスク対
応は医療安全管理対策に基づいて整備してい
ます。

堀指導医師　特定行為の研修修了者が増えた
らいいですね。医師としては患者さんにタイ
ムリーな対応が可能となる特定行為の領域が
増えることも期待しています。

吉田さん　今後も看護の質を高められるよう
に、より安全なケアを提供していきたいと思
います。

近年、看護師による特定行為の実施への期待が高まっています。
看護師が特定行為を行うには、平素から医師と関係性を築いておくことが不可欠で、
いつでも相談できる体制づくりが安全につながります。看護部長を始め、医師、病院長、
幹部が特定行為の意義を理解し、病院全体でサポートすることがとても重要です。
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※詳しくは大阪府看護協会のホームページをご覧ください

特定行為研修は、2領域のパッケージコースを開講します！

在宅・慢性期領域領域 救急領域領域
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看護師の役割拡大と質の向上を目指して！

クリティカルケア認定看護師教育課程 開講!!
認定看護師制度が変わります！

NEWS

※詳しくは大阪府看護協会のホームページをご覧ください。

なぜ今、新たな認定看護師なのか…？

1995年の認定看護師制度発足以降、2019
年現在、全国で約2万人の認定看護師が活躍し
ています。しかし、医療の高齢化や疾病構造の
変化、医療提供体制が病院から地域・在宅へと
移行する中、認定看護師に求められる役割も変
わっています。　
これからの認定看護師は「急性期医療から在
宅医療までを支え、地域・施設間の連携に寄与
できること」を期待されています。

大阪府看護協会では

クリティカルケア認定看護師教育課程を開講
し、時代のニーズに沿った認定看護師の育成を
行います。
新たな認定看護師教育は、特定行為研修を組
み込むことで履修時間数が増加しますが、eラー
ニングを併用し、研修生が効率よく学べる環境
を提供します。

クリティカルケア
認定看護師教育課程

とは？

特定行為研修を組み込んだ
新たな認定看護師
教育課程です。

超音波法を用いた大腸観察の教育プログラムにおける全過程を修了し、
指導者認定試験の合格者9人に、一般社団法人次世代看護教育研究所
代表理事の真田弘美教授（東京大学医学部健康総合科学・看護学専攻）
より認定証書が授与されました。
今までの勘や経験だけで行うのではなく、エコーを用いることにより
患者の身体の状態を画像として判断し、より根拠に基づいた安全で確実
な技術の提供を目指します。

五感を越えた第六のフィジカルアセスメントで
看護の専門性をより確実に

REPORT

看護チームにおける業務のあり方について
目指す姿を示しています。
ガイドラインをぜひご活用ください。

詳細は 日本看護協会 検索

・ 褥瘡ケアにおける、肉眼では判断が困難な皮下組織の損傷の程度の評価
・ 静脈穿刺時の血管の位置、太さ、深さの確認
・ 嚥下機能の評価　　・脱水の評価 等々に活用できます。

エコーによる大腸観察指導者に
訪問看護師 9名が認定!!

エコーで
出来るコト
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看護師の資格のある相談員が、求人・求職の相談に
応じます。

病院・施設からの求人・求職者の登録や相談、仲介料は、
すべて無料です。

「看護職の届け出」制度については、離職した看護職の方が、
よりスムーズに再就職できるように、生涯にわたる看護職の
キャリア継続への支援を行っています。

ナースセンターに登録された、お仕事さがしの方には、
施設からの「求人情報」などをお届けします。

復職のための研修会や、就職説明会などの
ご案内など、再就職への支援を行っています。

リフレッシュ研修は、臨床経験3年目程度の看護職員を対象に、看護業務や人間関係などの
悩みを共有して、解決の糸口を見出し、モチベーションを高めます。

看護職の求人・求職事業を、ナースセンターとハローワークが連携して、それぞれの強みを

活かすことで、看護職員の人材確保に向けた取り組みを行っています。

厚生労働大臣認可の「看護職員無料職業紹介所」を開設。
大阪府内全域で相談を受けております。

大阪府ナースセンターは
看護職の就職・復職・キャリアを
支援します！

ナースセンター
TEL.06-6964-5511

4～10月の事業実績

2019年2018年
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200
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400

600
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その他、進路相談などご気軽にご相談ください。

次のような業務を行っていますので、遠慮なくご相談ください

リフレッシュ研修　　　2019年2回開催　 参加者 133名

とどけるん制度は、法律で努力義務となっています。
退職される方はぜひ届出をお願いします。

能動的学習を高める学びの空間
令和元年11月1日、会員のみなさまのご協力により、京橋のマルイトOBPビル8階に

大阪府看護協会の新たな研修施設がオープンしました。

すでにご利用いただいた方もおられるとは思いますが、研修施設を少しご紹介します。

研修室は3か所、第１・第2の研修室は用途に応じて
連結し大人数の研修にも対応します。
第3研修室の机は一人用のため、自由なレイアウトが
可能です。

今回の目玉は、ホワイトボードの壁！
3室ある研修室の全壁面とホワイエの一部が
ホワイトボード仕様のため、ブレインストー
ミングなど参加者を主体としたアクティブ
ラーニングの学習が効果的にできます。
また、書き留めたものを映像として投影する
ことが可能です！

入り口を入ってすぐに、開放感のあ
るホワイエがひろがっています。
ここは、研修の合間の休憩の他に、
簡単な打ち合わせの場としてなど、
幅広く活用可能です。

〇京橋駅(JR、京阪本線、大阪メトロ)から至便の地（人工デッキで直結）
〇災害に強いビル構造（約20％の制震機能）
〇ナーシングアート大阪とは徒歩10分の距離

〇京橋駅(JR、京阪本線、大阪メトロ)から至便の地(人工デッキで直結)
〇災害に強いビル構造(約20％の制震機能)
〇ナーシングアート大阪とは徒歩10分の距離

ご案内

ここも
ホワイト
  ボード！

ここも
ホワイト
  ボード！

ここも
ホワイト
  ボード！

8階なので

眺めもい
いですよ

第3研修室
第1研修室

第2研修室
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看護師の資格のある相談員が、求人・求職の相談に
応じます。

病院・施設からの求人・求職者の登録や相談、仲介料は、
すべて無料です。

「看護職の届け出」制度については、離職した看護職の方が、
よりスムーズに再就職できるように、生涯にわたる看護職の
キャリア継続への支援を行っています。

ナースセンターに登録された、お仕事さがしの方には、
施設からの「求人情報」などをお届けします。

復職のための研修会や、就職説明会などの
ご案内など、再就職への支援を行っています。

リフレッシュ研修は、臨床経験3年目程度の看護職員を対象に、看護業務や人間関係などの
悩みを共有して、解決の糸口を見出し、モチベーションを高めます。

看護職の求人・求職事業を、ナースセンターとハローワークが連携して、それぞれの強みを

活かすことで、看護職員の人材確保に向けた取り組みを行っています。

厚生労働大臣認可の「看護職員無料職業紹介所」を開設。
大阪府内全域で相談を受けております。

大阪府ナースセンターは
看護職の就職・復職・キャリアを
支援します！

ナースセンター
TEL.06-6964-5511

4～10月の事業実績
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その他、進路相談などご気軽にご相談ください。

次のような業務を行っていますので、遠慮なくご相談ください

リフレッシュ研修　　　2019年2回開催　 参加者 133名

とどけるん制度は、法律で努力義務となっています。
退職される方はぜひ届出をお願いします。

能動的学習を高める学びの空間
令和元年11月1日、会員のみなさまのご協力により、京橋のマルイトOBPビル8階に

大阪府看護協会の新たな研修施設がオープンしました。

すでにご利用いただいた方もおられるとは思いますが、研修施設を少しご紹介します。

研修室は3か所、第１・第2の研修室は用途に応じて
連結し大人数の研修にも対応します。
第3研修室の机は一人用のため、自由なレイアウトが
可能です。
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ホワイトボード仕様のため、ブレインストー
ミングなど参加者を主体としたアクティブ
ラーニングの学習が効果的にできます。
また、書き留めたものを映像として投影する
ことが可能です！

入り口を入ってすぐに、開放感のあ
るホワイエがひろがっています。
ここは、研修の合間の休憩の他に、
簡単な打ち合わせの場としてなど、
幅広く活用可能です。

〇京橋駅(JR、京阪本線、大阪メトロ)から至便の地（人工デッキで直結）
〇災害に強いビル構造（約20％の制震機能）
〇ナーシングアート大阪とは徒歩10分の距離
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令和2年度 大阪府看護協会  改選役員等の推薦及び立候補について

i  n f o r ma t i o n

1．会員数増加に向けた対策について ⇨ 継続審議
2．災害時における対応について ⇨ 継続審議

協議事項理事会だより 理事会議事録概要は… 大阪府看護協会 検索

令和元年10月11日（金）

1. 認定看護師教育課程規則の変更について ⇨ 承認
2. 特定行為研修指定機関設置規程の変更について ⇨ 承認
3. 認定看護師教育課程教員会（クリティカルケア）
　 委員について ⇨ 承認
4. 医療安全対策委員会委員の変更について ⇨ 承認

令和元年11月8日（金）

1. 令和2年度重点事業（案）について ⇨ 承認 
2. 令和元年度補正予算（案）について ⇨ 承認
3. 災害時における対応マニュアルについて ⇨ 承認
　（項目立て等作成手順について）

令和元年12月13日（金）

詳細は 大阪府看護協会　看護の日 検索

参加
無料

土5月16日

2020

WEB会員証が利用できるので、
カードを携帯しなくても大丈夫

会員の基本情報も変更できるので
面倒な手続きが省略できます

研修受講履歴を管理できるので、
ご自身のキャリアアップに活用できます

会員のためのWEBサイト
「キャリナース」はこんなに便利！

https://kaiin.nurse.or.jp/members/JNG000101

2020年度 入会・継続受付中です

【立候補の届け出】
役員・推薦委員、代議員に立候補する方は、
定款細則第13条の規定に基づく「選挙に
関する規程」第13条第1項の規定により正
会員10人以上の推薦を受けて届け出てく
ださい。

【届出方法】
立候補届出用紙に記入の上、選挙管理委員
長あてに郵送してください。

※立候補届出用紙は、総務部担当者へ申し出て
ください。ホームページからもダウンロード
できます。

【立候補締切日】令和2年3月23日（月）

【令和３年度日本看護協会代議員54名及び予備代議員同数名】
（「代議員及び予備代議員に関する規程」に基づく）

【推薦締切日】令和2年3月23日（月）

令和2年度役員・推薦委員の立候補について、以下の通り推薦を受け付けます。
なお、推薦いただいた方々につきましては、候補者として推薦を確定させていただきます。

（「推薦に関する規程」第3章　候補者推薦等に基づく）
　推薦委員会

スマートフォンで管理できる「キャリナース」を活用しよう

キャリ
ナース

を

使いこ
なそう

！

その他詳細については、
こちらからアクセスしてください キャリナース

会員マイページ

【改選役員名等及び人数】

改選役員及び推薦委員、代議員の立候補についてお知らせします。
（「選挙に関する規程」第3章　役員等の候補者に基づく）　　　　　　　　選挙管理委員会

会長 1名

常務理事 1名

地域包括ケア担当理事 1名

府北支部理事 1名

府東支部理事 1名

准看護師理事 1名

副会長 1名

教育・学会担当理事 1名

保健師職能理事 1名

府北西支部理事 1名

市北支部理事 1名

補選　堺支部理事 1名

専務理事 1名

労働環境担当理事 1名

監事 2名

府北東支部理事 1名

市西支部理事 1名

推薦委員 11名

5月12日（ナイチンゲールの誕生日）は「看護の日」、
5月10日（日）～16日（土）は「看護週間」です。

大阪府内 12ヶ所で一斉に開催!!
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令和
新時代の幕開け
「今こそブランディング
～看護のプライドとパッション～」
第51回日本看護学会－看護管理－学術集会
看護管理・急性期看護・慢性期看護

第 137 号

2020

March

4月17日金 13：00～14：30
健康長寿は笑ってなんぼ！

特別
講演 Wマコト 氏

4月16日木 時間調整中
認知症の方の想いを尊重したケア 三好 豊子 氏

セミナー

4月18日土 時間調整中
在宅医療を受ける患者、看護師が家族の立場になった時
～あらたな家族のかたち～

村田 和美 氏

REPORT
第7回大阪府看護学会

「変化の時代に備える～まかしとき!大阪の底力～」
INTERVIEW

特定行為看護師の活用を組織としてサポート!
ご案内

大阪府看護協会新会館
能動的学びを高める学びの空間

看護まんが
『頼れる仲間 看護補助者』

発行日／令和2年2月15日　発行人／高橋 弘枝　編集・発行所／公益社団法人 大阪府看護協会
〒540-0001 大阪市中央区城見2丁目2番22号 マルイトOBPビル8階　TEL. 06-6947-6900　FAX. 06-6947-6901
http://www.osaka-kangokyokai.or.jp

OSAKA看護だより
第137号

54,465名（2019年12月現在）2019年度会員数

保健師
助産師
看護師
准看護師

保健師
助産師
看護師
准看護師

686名
2,039名
49,827名
1,913名

内
訳

看護だよりOSAKA
大阪府看護協会 会報誌

介護&看護 EXPO詳細は 検索

2月28日金 10：30～12：00

主催 ■ リード エグジビション ジャパン株式会社
後援 ■ 公益社団法人大阪府看護協会

主催 ■ 看護未来展実行委員会
看護未来展詳細は 検索また、看護協会のブースでは健康相談や、

血圧・体脂肪等の簡単な測定を予定しております。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。

インテックス大阪

2
26  ～28水 金

インテックス大阪

4
16  ～18木 土

看護師の特定行為と人材育成 日本看護協会  会長  福井  トシ子 氏
大阪府看護協会 会長  高橋  弘枝

特別
講演

2月28日金 13：00～14：00
ミッション ～私達は何のために働くのか？～

（株）リーダーシップコンサルティング 代表取締役社長
元スターバックスコーヒー CEO 岩田 松雄 氏

特別
講演

セミナー

公益財団法人浅香山病院
認知症看護認定看護師

医療法人橘会 東住吉森本病院
副看護部長
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